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1. 令和元年度モデルの実施スケジュール（案）

• 令和元年度モデルに係る令和2年度の検討・実施スケジュールは以下を想定している。
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令和2年 令和3年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和元年度モデル事業の推進

モデル事業実施

普及・拡大策の実施

提供事業者の拡大検討
（効果等検証を踏まえて必要に応じて）

提供内容・方法等の見直し
（効果等検証を踏まえて必要に応じて）

令和元年度モデルの実施状況・
効果や課題の把握と検証

検証データ収集

効果等検証

成果・課題の把握・整理

改善策の検討・整理

令和元年度モデル報告書作成

▽有識者会議（6/10）



2-1. 令和元年度モデルの概要

＜事業者の構成＞

【代表事業者・実施事業者】
株式会社まんぞく介護
【共同参加事業者】
有限会社ヒルマ薬局

【代表事業者・実施事業者】
株式会社まんぞく介護
【共同参加事業者】
株式会社アイオーティー

【代表事業者・実施事業者】
株式会社まんぞく介護
【共同参加事業者】
株式会社アイオーティー

1.デイサービスで
の健康・療養
支援サービス

2.IoT機器等を
活用した在宅
支援サービス

＜サービス概要＞

提携薬局の薬剤師や管理栄養士が通所介護事業所を訪問し、①お薬
相談、②薬のお届け、③健康相談・栄養相談のサービスを提供する。

居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置、生活リズムのセンシング・
見守り等を実施し、生活リズムを整える支援を行う。ケアマネジャーによるモ
ニタリングの強化により、予兆の検知、早期対応、プランの見直し等に活用
する。

通所介護の利用者宅にICT機器を設置、生活リズムのセンシング・見守
り等を実施する。集積するデータを活用し、生活リズムを整える助言等の実
施、個人の状態に応じた機能訓練の提供等を行う。サービス提供時間外
の状況の確認、住環境のセンシング等によるデイサービス来所時の対応力
の向上等も見込む。

＜サービス区分＞

※代表事業者・・・事務局との連絡窓口、取りまとめを実施する事業者（実施事業者との兼務可）
実施事業者・・・サービス提供に際して対象となる利用者と契約関係を有する介護事業者
共同参加事業者・・・代表事業者、実施事業者以外にモデル事業に参加する連携事業者

1-1

2-2

2-1

【代表事業者】
東京電力パワーグリッド株式会社
【実施事業者】
株式会社ダイシン
東電パートナーズ株式会社
【共同参加事業者】
株式会社ウェルモ
株式会社エナジーゲートウェイ

居宅介護支援の利用者宅にICT機器を設置して生活状況の可視化を
行い、家族向けのレポートを提供するとともに、生活リズムの維持・回復に
資するサービスを提供する。集積するデータを活用したケアプランの見直し、
多職種への情報共有によるケアの質向上も見込む。

2-3
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2-2. 令和元年度モデル利用実績（2020年4月末現在）

• 令和元年度モデルの各サービスについて、利用者の状況は以下のとおり。
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• 導入事由としては、「退院後の生活状況把握」「変調の早期発見のため」等となっている。

1 2020年2月 2020年3月 -
訪問介護
福祉用具貸与

居宅療養管理指導
90代 女性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護2 J2 Ⅱa

2 2020年2月 1,980

訪問介護
訪問看護
通所介護
福祉用具貸与

居宅療養管理指導

80代 女性 同居 息子 一般のﾏﾝｼｮﾝ・
ｱﾊﾟｰﾄ 1割 要介護3 A1 Ⅲa

3 2020年2月 1,980 訪問介護
居宅療養管理指導 80代 女性 独居 - 一般のﾏﾝｼｮﾝ・

ｱﾊﾟｰﾄ 1割 要介護1 J1 Ⅰ

4 2020年4月 1,980 訪問介護
通所介護 90代 男性 独居 - 戸建住宅 2割 要介護3 J2 Ⅱb

5 2020年1月 トライアル期間 福祉用具貸与
定期巡回随時 60代 男性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護2 B2 Ⅱb

6 2020年2月 トライアル期間

訪問介護
訪問看護
通所介護
福祉用具貸与

居宅療養管理指導

80代 男性 独居 - 戸建住宅 1割 要介護3 B2 Ⅲa

7 2020年3月 トライアル期間 訪問看護
福祉用具貸与 60代 男性 同居 娘 一般のﾏﾝｼｮﾝ・

ｱﾊﾟｰﾄ 1割 要介護3 A2 Ⅱa

利用者№

選択的介護サービス 基本属性 状態

同居者 住居形態 負担
割合 要介護度

2-3.IoT在宅支援
(居宅介護支援)

2-2.IoT在宅支援
(居宅介護支援)

日常生活
自立度
（障害）

日常生活
自立度
（認知）

利用開始月 利用終了月サービス区分
4月

利用金額
(円/月額)

利用している
介護保険サービス 年齢 性別 独居/

同居



2-3. 利用に至らないケースの要因及び対応策
• 利用者に提案したものの利用に至らなかったケースも複数あり、主な要因及び利用促進に向けて事業者が講じている対応策は以下
のとおり。
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利用の拡大に向けては、現状の環境から以下のような課題があり、今後対応方法を検討する必要がある。
• 新型コロナウイルスの影響により、デイサービス等でのサービス紹介、体験会の実施、個別訪問によるサービス説明等が困難となっており、状況
を鑑みた上での対応の検討が必要。

• ケアマネジャー向けの研修、事業者への周知等についても同様に現状では実施が難しく、今後対応方法について検討することが必要。

1.デイサービスで
の健康・療養
支援サービス

2.IoT機器等を
活用した在宅
支援サービス

【利用に至っていない要因】
・利用者にとっては、サービス内容が難しいため十分な説明が必要である。
・費用対効果を明確に伝える必要があり、これまでにない新しいサービスであることから周知が難しい。

【利用促進に向けた対応】
・利用者にサービス内容を理解してもらい、サービス提供の効果を実感してもらうために、デイサービスの場での
無料体験などを実施中。
・実際に薬剤師、管理栄養士からのアドバイスやお薬のお届けサービス、血流測定などを体験してもらうことで、
利用のイメージを持ってもらい、サービスの利用促進につなげていく意向。

【利用に至っていない要因】
・利用者にとってセンサーの導入が生活を監視される、見られるということをイメージされるケースがあり、プライバシー
の面からも導入に懸念を持たれることがある。
・IoT機器であり、ケアマネジャーからの説明だけでは、利用の具体的方法、機器設置・利用の留意点等が十分
に伝えられないケースもあり、利用者の十分な理解を得るのに苦慮することがある。

【利用促進に向けた対応】
・IoT機器は生活の変化等を把握するためのものであり、継続的にモニターするものではないこと、等を丁寧に説明
する。
・ケアマネジャーに加え、IoTベンダー関係者からも説明を行うことで、利用者や家族からより理解を得やすい体制
とする。
・サービスの利用ニーズが高いと思われる対象者像（退院直後の方や家族が利用者の生活状況を心配している
ケースなど）を明確化し、関係者で共有したうえで、必要な利用者（家族）に対してサービスを提案する。



• 令和元年度モデルの各サービスにおける想定効果は以下のとおり。
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【利用者・家族】
・お薬関連の悩みの解消（多剤服用等の課題解消など）
・薬の受け取り負担の解消（移動、待ち時間等の負担解消、介助を受けている場合の時間
短縮等）
・健康・栄養への関心向上

【通所介護事業所】
・薬等の専門家の関与による安心感の向上
・薬関連の相談対応にかかる時間の削減（介護職の利用者に対するケアへのさらなる注力）
・保険外サービス収入の確保

【調剤薬局】
・薬のお届けをまとめて行うことによる効率化
・生活に近い場での利用者情報を用いたより適切な服薬指導等の実施
・他の薬局との連携促進

1.デイサービスで
の健康・療養
支援サービス

2.IoT機器等を
活用した在宅
支援サービス

＜サービス区分＞

１-1

2-1

＜想定効果＞

3-1. 令和元年度モデルにおける想定効果①

【利用者・家族】
・個人に応じた機能訓練の実施による効果の向上
・メッセージ配信によるデイサービスの利用忘れ防止
・生活環境の改善による生活の質の確保
・見守り機能による安心感醸成

【通所介護事業所】
・データ活用による適切な機能訓練の提供
・多職種連携のためのデータ活用
・保険外サービス収入の確保



• 令和元年度モデルの各サービスにおける想定効果は以下のとおり。
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【利用者・家族】
・利用者の生活情報を確認することによる家族としての安心感
・専門家からのコメントを踏まえた家族の支援による生活リズムの安定
・実際の生活状況、課題把握を踏まえたケアマネジャー等への相談ができること、ケアプランの見直し
により利用者の状態にあったサービスを受けられること

【居宅介護支援事業所】
・より生活状況に応じたケアプランの見直しの実現
・生活情報に係るデータを活用したモニタリング訪問の実施、それによるモニタリング訪問の効果向上
・多職種連携におけるコミュニケーションツールとしての活用

2.IoT機器等を
活用した在宅
支援サービス

＜サービス区分＞

2-2

2-3

＜想定効果＞

3-1. 令和元年度モデルにおける想定効果②

【利用者・家族】
・家族・ケアマネジャーの適切なサポートによる生活リズムの安定
・ケアマネジャーと必要な時に連絡が取れることによる不安の解消、安心感の向上
・メッセージ配信による生活リズムの安定
・生活環境の改善による生活の質の確保
・見守り機能による安心感醸成

【居宅介護支援事業所】
・ケアプランの見直し等へのデータの活用
・多職種連携のためのデータ活用
・保険外サービス収入の確保



3-2. 令和元年度モデルにおける効果等検証の観点

• 令和元年度モデルについては、以下の観点から効果等の検証を行うことを想定している。
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①自立支援を阻害しない／
自立支援に資すること

• 利用者にとって生活上の課題や悩み
の解消、健康への関心向上等につな
がっているか確認する。（利用前後
での生活状況を比較・確認できるよ
う留意）

②需要・効果が見込まれる
利用者像、条件等の把握

③より効果的な支援に
つながること

④多職種連携の促進に
資すること

1. デイサービスでの
健康・療養支援サービス

2. IoT機器等を活用した
在宅支援サービス

• 利用者の在宅生活の安心感の醸成、
生活環境改善による変化等を確認す
る。 （利用前後での生活状況を比
較・確認できるよう留意）

• ADLやIADL等が大きく悪化することがないことを確認する。

• 薬や健康・栄養関連に関心が高い利
用者、薬のお届けにメリットを感じ
る利用者について、その属性等を把
握する。

• IoT機器導入の障壁が高くない利用者、
特に効果が見込まれる利用者、利用
に際して特にメリットとなる点につ
いて把握する。

• 薬剤師や管理栄養士が利用者の相談
に対応し、それを踏まえデイサービ
ス職員等への情報共有・助言等を行
うことによる利用者への対応等の変
化の有無を確認する。

• IoT機器によるセンシングデータを活
用し、個人の状況を踏まえたサービ
ス提供等につながっているかを確認
する。（変更した支援内容等につい
ての確認も想定）

• 利用者のかかりつけ薬局やケアマネ
ジャー等への情報提供など、連携実
績の有無、その内容、今後の連携が
進む可能性について確認する。

• IoT機器によるセンシングデータを活
用して、多職種への情報共有など、
連携実績の有無、その内容、連携対
象等について確認する。（多職種側
からの意見の収集も検討）



3-3. 令和元年度モデルにおける効果等検証のための検証項目・方法（案）①

• 令和元年度モデルの効果等の検証にあたっては、以下のような項目について情報収集・検証を実施する予定。
• 効果等は個別事例を丁寧に検討・検証する必要があると考えており、ヒアリング及び関連データをもとにした検証を
実施することを想定している。

【利用者・家族】
・利用のきっかけ・動機 ・薬関連等の悩みの解消状況
・薬の受け渡し負担の解消状況 ・健康・栄養への関心状況
・サービスを利用しての感想、利用の際の課題

【通所介護事業所】
・薬剤師等が関与した効果
・薬関連の相談にかかるデイサービス職員の負担の解消状況
・保険外収入としてのインパクト

【調剤薬局】
・まとめて配送することの効率化効果 ※可能であればデータでの把握を検討
・生活に近い場での実態把握を踏まえた服薬指導実施の効果
・他の調剤薬局等との連携促進可能性

1.デイサービスで
の健康・療養
支援サービス

2.IoT機器等を
活用した在宅
支援サービス

＜サービス区分＞

１-1

2-1

＜情報収集・検証項目＞

【利用者・家族】
・利用のきっかけ・動機 ・メッセージ配信による効果（利用忘れ防止等）
・見守り機能による安心感 ・サービスを利用しての感想、利用の際の課題
・生活環境の改善による効果

【通所介護事業所】
・個人に応じた機能訓練実施の効果 ※センシングデータも活用して検証
・多職種連携のコミュニケーションツールとしての効果
・保険外収入としてのインパクト
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3-3. 令和元年度モデルにおける効果等検証のための検証項目・方法（案）②

【利用者・家族】
・利用のきっかけ・動機
・生活リズムの改善・安定状況 ※センシングデータも活用して検証
・ケアマネジャーと連絡が取れることによる不安解消・安心感
・メッセージ配信による効果（生活リズム確保への寄与等）
・生活環境の改善による効果
・見守り機能による安心感
・サービスを利用しての感想、利用の際の課題

【居宅介護支援事業所】
・ケアプランの見直し等へのデータの活用状況
・多職種連携のコミュニケーションツールとしての効果
・保険外収入としてのインパクト2.IoT機器等を

活用した在宅
支援サービス

＜サービス区分＞

2-2

2-3

＜情報収集・検証項目＞

【利用者・家族】
・利用のきっかけ・動機
・生活情報を把握することによる家族の安心感
・ケアマネジャーからの助言を踏まえた家族による支援の実施状況、生活リズムへの寄与
・生活状況を踏まえた助言を得られることや適切なサービス見直しにつながることの効果
・サービスを利用しての感想、利用の際の課題

【居宅介護支援事業所】
・生活状況を踏まえたケアプランの見直し状況
・センシングデータのモニタリング訪問等への活用、その効果
・多職種連携のコミュニケーションツールとしての効果
・保険外収入としてのインパクト
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3-4. モデル事業実施事業者ヒアリング結果（1/4）
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• 令和元年度モデルについて短期的な効果等検証を行うため、サービス提供事業者に対してヒアリングを実施した。
• ヒアリングにおけるコメント・意見としては以下のようなものが挙げられた。

ヒアリングにおける
意見

• 昼夜逆転の傾向があり、外出頻度等も含めた生活状況の把握のために導入。生活状況につ
いての客観的データを踏まえて、事業者が本人への連絡の時間、ヘルパーの訪問のタイミ
ング等を工夫したことで生活リズムの安定につながっている。【利用者No.3】

• 認知症による徘徊への不安と本人の生活状況の把握のため家族の要望により導入。家族は
客観的なデータから本人の生活状況が把握でき、頻回な外出などの問題も確認されなかっ
たことで安心感を得ている。当初は施設入所も検討していたが、訪問介護、デイサービス
などの居宅サービスの適切な利用によって、在宅生活を継続できている。【利用者No.4】

• 退院後の生活状況把握のために導入。機器を導入することに当初は抵抗感があったが、自
身の生活状況が可視化されること自体に価値を感じるようになり、生活状況をケアマネ
ジャー等から客観的に評価してもらえること等が本人のモチベーションになっている。入
院前は服薬忘れ、昼夜逆転等があったが、サービス導入後は改善傾向が見られ、徐々に解
消されてきている。【利用者No.5】

• 脱水の心配があるが、家族が頻回に様子を見ることができないため家族の要望により導入。
本人は認知症があるためサービス内容の十分な理解は難しいが、家族は本人の生活状況を
データにより外部から確認できることで安心感があるということであった。【利用者
No.6】

【ヒアリング事項】
• 利用者の在宅生活の安心感の醸成、生活環境改善による変化等について
（検証の観点「①自立支援を阻害しない／自立支援に資すること」の確認）



3-4. モデル事業実施事業者ヒアリング結果（2/4）
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ヒアリングにおける
意見

• 退院直後の方など状態の変化が想定されるケースには有効であると思われる。

• 重度の方よりも、比較的活動が多い軽度の方が状態の改善が期待できるため、導入の効果
は大きいのではないか。

• 継続的な利用だけではなく、退院直後や居宅サービス導入時等、一定期間での利用がより
合致するケースも多いと考えられる。

• 見守りを重視する場合は継続的な利用、生活リズムの改善等を重視する場合には一定期間
での利用とするなど、目的に応じて利用期間の想定は変わってくるのではないか。

【ヒアリング事項】
• IoT機器導入の障壁が高くない利用者、特に効果が見込まれる利用者、利用に際して特にメリットとなる点について
（検証の観点「②需要・効果が見込まれる利用者像、条件等の把握」の確認）



3-4. モデル事業実施事業者ヒアリング結果（3/4）
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ヒアリングにおける
意見

• 病院からの退院後、1日3回程度の定期巡回のサービス利用を開始したが、ドアの開閉デー
タにより各回の訪問時間にばらつきが見られた。サービス提供事業者にデータをもとに確
認したところ、訪問時間が極端に短い場合には服薬の声掛けのみしかしていないことが判
明。本来は服薬のサポートと服薬の確認までを想定していたため、事業者と協議してサー
ビス提供の見直しを図った。【利用者No.5】

• 浴室の利用状況データにより入浴回数が少ないという実態が把握できたため、入浴に関連
する支援について検討を始めた。【利用者No.5】

• 本人の外出状況やその時間帯等が確認できたため、ヘルパーの配置、訪問時間の見直し、
配食サービス提案の実施等、データを活用した対応事例が生じている。

• データに基づいて訪問等の時間、タイミングを考えることで生活リズム構築、適切なサー
ビス提供につながると考えられる。訪問したが利用者が不在というケースも回避できる。

• 利用者の生活状況を客観的に把握できるため、ケアマネジャーのモニタリング訪問の際の
基礎資料として有用と考えられる。データに基づいて説明ができるため、本人の理解・納
得も得やすい。

• 利用者の状況をリアルタイムで確認できるため、ケアマネジャーの月1回のモニタリング訪
問では捉えきれない、短時間での急激な状態の変化等も把握できる。

• センサーデータを確認することが、事業者のサービス提供実態の把握にもつながっている。

【ヒアリング事項】
• センシングデータの活用事例について（データを踏まえたサービス見直しへの活用例、活用可能性等）
• データ活用による効果・意義について
（検証の観点「③より効果的な支援につながること」の確認）



3-4. モデル事業実施事業者ヒアリング結果（4/4）
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ヒアリングにおける
意見

• 利用者本人から睡眠不足という訴えがあったが、データからは十分な睡眠が得られている
ことが確認できたため、医師にもデータを提供して睡眠導入剤の処方の見直しについての
提案を実施した。【利用者No.3】

• 利用者は過去に脱水で入院したことがあり、トイレの回数や室温等で脱水等の状況を客観
的なデータで確認できることで適切な支援につなげられると考えている。データについて
は適宜訪問看護事業者とも共有しており、今後は看護師とも相談のうえ、医師等との連携
も考えていきたい。【利用者No.6】

• 多職種連携への活用可能性は大きいと考えている。睡眠状況等、生活の実態を医師等に共
有することでさまざまな検討につながる可能性がある。

【ヒアリング事項】
• 多職種連携等への活用状況、活用可能性について
（検証の観点「④多職種連携の促進に資すること」の確認）



3-5. 効果等検証の留意点と対応策
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• 事業者とのヒアリングにより、短期間でのサービス提供においても一定の効果等が把握できた。
• 今後の効果検証においては、ヒアリング等の内容を踏まえ、以下の事項に留意して対応を検討する必要がある。
効果等検証の留意点

 利用者の生活実態については、センシングによるデータだけでは把握できない要素も多く、取得データの精度に
ついても改善の余地がある。

 好事例を収集して、検証等を進めるためには一定数の利用者確保が重要である（新型コロナウイルスの感染
拡大の影響もあるため、利用の拡大についてはさらなる検討が必要）。

 新たなサービスに関心を示すケアマネジャーは限定的で、サービス導入への負担感も小さくないため、ケアマネ
ジャーへのさらなる動機付けの検討が必要である。

 短期間のサービス利用が合致すると思われる利用者が多く、長期に渡ってデータを収集しても大きな変化が見
込めないことも想定されるため、当初想定していた長期的な効果等の検証が難しい可能性がある。

対応策（案）

 服薬や栄養摂取の状況等、センシングデータ以外の複合的な要素も考慮した効果等の把握、検証方法を
検討する。

 周知・理解促進活動の継続、事業者の拡大等を引き続き検討し、利用者の拡大を図る。

 研修等の機会での事例紹介等について検討し、ケアマネジャーの理解促進と動機付けにつなげる。

 2～3か月程度の比較的短期間の利用ケースも想定した効果等の把握、検証方法を再検討する。



4. 今後の実施内容・進め方（案）

• 令和元年度モデルに係る今後の実施事項及び検討事項としては以下を予定している。
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○効果等検証のための課題の把握及び対応策の検討

• 当初想定の効果等（P.6～7）の把握・検証において留意すべき課題を整理
し、適切な効果等検証を実施するための対応策について検討

○上記の検討を踏まえた効果等検証の実施

• 上記の検討を踏まえた効果等検証及び利用者数の拡大に向けた検討を実施

○多職種での意見交換の実施

• モデル事業のデータがある程度確保できた時点で、多職種連携に向けた
データの活用可能性、有用性等について検討


